
資料提供 
令和３年１月 15 日（金） 
新型コロナウイルス感染症対策本部 広報班 

照会先：保健福祉部疾病対策課 
連絡先：029-301-3200 
    ［8 時 30 分～22 時］ 

 

新型コロナウイルス感染症患者の発生及び退院・退所等について 

 

県内において、新たに新型コロナウイルス感染症患者が確認されましたので、

下記のとおりお知らせします。 

また、新型コロナウイルス感染症患者の退院・退所等について、あわせてお

知らせします。 

 

１ 患者の発生概要等  
 

 
引き続き、患者の濃厚接触者については、ＰＣＲ検査及び健康観察を実施いたし

ます。 

【参考】ＰＣＲ検査数 県衛生研究所で 119 名実施 

２ 退院・退所等 

 
１月 15 日 
県公表分 

１月 14 日 
水戸市公表分 

 

退院等 21 名  -名  

退所 25 名  1 名  

自宅療養終了 36 名  2 名 累計（県計） 

合計 82 名  3 名 2,619 名 

※「退院等」には、別疾患により、引き続き入院が必要であるが、国の定める

「退院に関する基準」を満たした患者を含みます。 

 

【報道機関の皆様へ】 

報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護

等の観点から本人等が特定されることがないよう、提供資料の範囲内での報道に格段の

ご配慮をお願いいたします。 

 

 
１月 15 日 
県公表分 

１月 14 日 
水戸市公表分 

 
 

新規  25 名   3 名  

濃厚接触者 120 名   6 名 累計（県計） 

合計 145 名    9 名 3,603 名 



新規 25名 濃厚 120名 合計 145名

判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 発症日 備考（疑われる感染経路）

1月13日 新規 60代 男性 パート 1月11日

1月13日 濃厚 50代 女性 無職 1月10日 知人・家庭内

1月14日 新規 20代 女性 公務員 1月7日

1月14日 新規 40代 男性 会社員 1月6日

1月13日 濃厚 30代 男性 会社員 1月8日 職場内、会食

1月14日 濃厚 30代 女性 教職員 1月11日 学校関係

1月14日 濃厚 10代 男子 生徒 1月10日 知人・家庭内

1月14日 新規 50代 女性 アルバイト 1月9日

1月14日 新規 60代 男性 会社員 1月6日

1月14日 濃厚 50代 女性 無職 1月8日 知人・家庭内

1月14日 濃厚 30代 女性 医療従事者 1月13日 知人・家庭内

1月14日 濃厚 未就学児 男子 ― 1月10日 知人・家庭内

1月14日 新規 40代 男性 自営業 1月10日

1月14日 新規 30代 男性 団体職員 1月3日

1月13日 濃厚 90代 女性 無職 1月13日 福祉関係

1月14日 新規 40代 男性 会社員 1月12日

1月14日 濃厚 20代 女性 公務員 1月10日 職場内

1月14日 新規 40代 男性 会社員 1月12日

1月14日 新規 70代 女性 アルバイト 1月10日

1月14日 濃厚 20代 女性 パート 1月1日 職場内、会食

筑西市

公表日1月15日（金）

居住地

阿見町

阿見町

取手市

笠間市

美浦村

牛久市

桜川市

牛久市

筑西市

河内町

河内町

阿見町

稲敷市

筑西市

美浦村

古河市

取手市

日立市

日立市

別 表 
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判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 発症日 備考（疑われる感染経路）居住地

1月14日 濃厚 80代 女性 無職 1月8日 福祉関係

1月14日 新規 20代 男性 会社員 1月10日

1月14日 新規 20代 男性 会社員 1月10日

1月14日 濃厚 40代 男性 自営業 1月7日 知人・家庭内

1月14日 新規 70代 男性 無職 1月11日

1月14日 新規 60代 男性 会社員 1月12日

1月14日 新規 40代 男性 自営業 1月9日

1月14日 新規 20代 男性 会社員 1月9日

1月14日 濃厚 50代 男性 自営業 1月12日 知人・家庭内

1月14日 濃厚 20代 女性 会社員 1月6日 会食、知人・家庭内

1月14日 濃厚 40代 女性 会社員 1月13日 知人・家庭内

1月14日 濃厚 10代 男子 生徒 ― 知人・家庭内、学校関係

1月14日 濃厚 20代 女性 会社員 ― 知人・家庭内

1月14日 濃厚 未就学児 女子 ― ― 知人・家庭内

1月14日 濃厚 70代 女性 パート ― 知人・家庭内

1月14日 濃厚 20代 女性 無職 1月11日 他県、知人・家庭内、会食

1月14日 濃厚 20代 男性 アルバイト 1月14日 知人・家庭内

1月14日 濃厚 40代 男性 会社員 1月11日 職場内

1月14日 新規 20代 女性 パート 1月7日

1月14日 新規 40代 女性 会社員 1月11日

神栖市

高萩市

古河市

神栖市

土浦市

土浦市

土浦市

石岡市

石岡市

土浦市

土浦市

土浦市

土浦市

古河市

坂東市

境町

古河市

埼玉県

境町

坂東市
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判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 発症日 備考（疑われる感染経路）居住地

1月14日 濃厚 30代 男性 自営業 1月13日 知人・家庭内

1月14日 濃厚 60代 男性 自営業 1月13日 知人・家庭内

1月14日 濃厚 未就学児 男子 ― 1月13日 知人・家庭内

1月13日 濃厚 80代 男性 無職 ― 医療関係

1月14日 濃厚 40代 男性 教職員 1月12日 学校関係

1月14日 濃厚 60代 女性 無職 ― 知人・家庭内

1月13日 新規 60代 男性 無職 1月8日

1月14日 新規 50代 男性 会社員 1月13日

1月13日 濃厚 80代 男性 無職 ― 医療関係

1月14日 濃厚 10代 女性 学生 1月13日 知人・家庭内、学校関係

1月13日 新規 70代 男性 無職 1月13日

1月14日 濃厚 30代 女性 教職員 1月10日 学校関係

1月14日 新規 20代 女性 会社員 1月12日

1月14日 濃厚 40代 女性 医療従事者 1月11日 職場内、医療関係

1月14日 濃厚 10代 男子 生徒 1月11日 学校関係

1月14日 濃厚 10代 男子 生徒 1月12日 学校関係

1月14日 濃厚 10代 男子 生徒 1月13日 学校関係

1月14日 濃厚 10代 男子 生徒 1月12日 学校関係

1月14日 濃厚 30代 女性 会社員 ― 知人・家庭内

1月14日 濃厚 20代 女性 医療従事者 1月12日 職場内、医療関係者

桜川市

筑西市

筑西市

筑西市

筑西市

桜川市

常総市

桜川市

結城市

桜川市

常総市

つくば市

常総市

つくば市

つくば市

つくば市

つくばみらい市

つくばみらい市

常総市

つくば市
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判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 発症日 備考（疑われる感染経路）居住地

1月14日 濃厚 20代 男性 会社員 ― 他県、知人・家庭内、会食

1月14日 濃厚 80代 女性 自営業 1月8日 知人・家庭内

1月14日 新規 40代 男性 会社員 1月12日

1月14日 新規 50代 女性 会社員 1月1日

1月14日 新規 20代 女性 会社員 1月7日

1月14日 濃厚

古河市

常総市

稲敷市

阿見町

古河市

別紙参照
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（別紙） 

 

社会福祉法人清栄会「特別養護老人ホーム みほ」（稲敷郡美浦村受領 881）

において，新型コロナウイルス感染症患者８０名が確認されましたので，お知

らせします。 

 

◎患者８０名の内訳 

項目 
職員 

（２０名） 

利用者 

（６０名） 

合計 

（８０名） 

年 代 

・10 代  ─名 

・20 代  ５名 

・30 代  ３名 

・40 代  ７名 

・50 代  １名 

・60 代  ４名 

・70 代  ─名 

・80 代  ─名 

・90 代  ─名 

・10 代  ─名 

・20 代  ─名 

・30 代  ─名 

・40 代  ─名 

・50 代  ─名 

・60 代  ２名 

・70 代 １０名 

・80 代 ２２名 

・90 代 ２６名 

・10 代  ─名 

・20 代  ５名 

・30 代  ３名 

・40 代  ７名 

・50 代  １名 

・60 代  ６名 

・70 代 １０名 

・80 代 ２２名 

・90 代 ２６名 

性 別 
・男       ５名 

・女     １５名 

・男     １３名 

・女     ４７名 

・男     １８名 

・女     ６２名 

居住地 

・美浦村   ６名 

・牛久市   １名 

・稲敷市   ２名 

・阿見町  １名 

・土浦市   ５名 

・つくば市 ２名 

・つくばみらい市 １名 

・潮来市  １名 

・千葉県   １名 

・美浦村 ６０名 ・美浦村 ６６名 

・牛久市   １名 

・稲敷市   ２名 

・阿見町  １名 

・土浦市   ５名 

・つくば市 ２名 

・つくばみらい市 １名 

・潮来市  １名 

・千葉県   １名 

 

※「発症日」は確認中 


